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wBuyBuy  国内と世界の両方で売る、全世界から買う



ユーザー登録から商品アップロードまでの手順

１）ユーザー登録

２）ユーザーの個人ページからショップ作る

３）ショップに入って、商品を追加

４）商品の画像アップロード、商品名、商品価格、重量（ｋｇ）、三辺のサイズ
（ｃｍ）、商品カテゴリー指定、送料設定の必須項目が終わったあと、商品公開

５）商品は売れたら売れたメールは自動的に本人に送ります。

   ショップの管理画面のwBuyPayページから確認し、商品が届かされ、お客
さんは確認出来た後、引き出し申請できます



注意事項

ショップの注意事項
１）商品の発送状況と物流会社の追跡番号とウェブ上で確認できるＵＲＬを必ず設定
してください（管理画面から各注文詳細確認のページから設定できます）

２）商品の重さを kgで設定してください。例えば、300gなら、 0.3の半角数字だけ入力
してください。三辺はcmで設定してください



ユーザー登録

サイト全体のトップページから、左上の登録リンクをク
リックし、ユーザー登録ページに入ります。



ユーザー登録

ユーザー名について
   
    ユーザー名は半角英数字です。
    ユーザーの個人ページの URLになります。
    例えば、 pandaqqというユーザー名を設定したら、
    個人ページのURLは
　http://www.wBuyBuy.com/user/pandaqq　になります。
    

母国語について
   ｗＢｕｙＢｕｙでは複数言語で発信できるために、ユーザーの
第一言語（母国語）の入力は必須で求めています。

ほか国語について
　  ｗＢｕｙＢｕｙでは複数言語で発信できるために、母国語以
外にできる言語があれば、設定できます。なければ、空のま
までいいです。

http://www.wbuybuy.com/user/pandaqq


ユーザーの個人ページ
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１）個人・法人 プロフィール写真

２）カバー写真（個人と企業のイメージ宣伝）

３）個人・法人 の名前、職務など 

４）メッセージボタン、サイト内ダイレクトメッセジ送れます

５）ｗBuyBuyで作ったこの個人もしくは法人の名義の下のオンラインストア
（複数ショップ作ることは可能）

６）編集リンク（クリックしたら、オンラインストアの名前、紹介などの基本情報を
編集できます。

７）新規ショップボタン（クリックしたら、新規ショップの基本情報を入力し、
ショップ作ることはできます）

８）個人・法人紹介、右下の編集をクリックしたら、詳細編集できます

９）ショップに最近アップされた商品

１０）つぶやき機能、複数言語でつぶやくことは可能、来訪者のブラウザーの
言語の合わせて、読める言語を上位に表示する

１１）つぶやいた内容



新規ショップ
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１）ショップ名は複数の言語対応（相手の端末の言語に合わせて、切り替えます）
２）ショップアカウントは半角英数字です。ショップのページの URLになります。
    例えば、 pandaqqshop というショップ名を設定したら、ショップ URLは
　http://www.wBuyBuy.com/pandaqqshop になります。
３）国・地域はショップの所在地（商品の発送地でもあります。これを設定しないと、送料の自動計算はできないです）
４）ショップ説明、ショップについての文字紹介、  複数の言語対応（相手の端末の言語に合わせて、切り替えます）

５

必要情報を入力し、保存ボタンクリックしたら、
ショップは作られます。自動的にショップのトップページに飛び
ます

http://www.wbuybuy.com/user/pandaqq


ショップのトップページ

１）ショップのカバー写真（イメージ宣伝）

２）店長（このショップを作ったユーザー）のページヘのリンク

３）ショップ紹介

４）メッセジボタン、クリックしたら、ショップにダイレクトメッセジ
を送れます

５）商品追加ボタン、クリックしたら、新規商品を登
録できます

６）公開中商品（クリックしたら、公開中の商品は表示されま
す）

７）未公開商品のリンク、商品登録未完了（未公開）の商品はこ
こにあります。

※登録未完了の商品は公開中商品には表示さ
れません。未公開商品のリンクをクリックしたら、出
てきます（店長だけ見えます）
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新規商品登録

3

１

4

5

1) 商品のメイン画像

2) 商品のそれぞれの角度からの写真

3) 商品は未公開、 ここをクリックして、商品を公
開（もしくは公開できます）
4) 商品基本情報設定ボタン（商品価格などの詳
細情報を編集）

5) 商品説明を書く

6) 商品についてレビュー（コメントもOK）
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新規商品登録

配送者リスト：
　（デフォルト的には、UPS,DHLなどの主要国際物流会社は入っています。ご自身でもよく使われている物流
会社を登録することはできます

配送料：　wBuyBuyは「送料プラン」という概念を使っています。１つの送料プランには、複数の物流会社が
入ってまして、それぞれの物流会社の送料を設定することはできます



新規商品登録 - 商品名自動翻訳

商品名は複数言語で入力できます

自動翻訳リンクを押したら、下の部分は表
示されます

ほかの言語を自動翻訳を押したら、
自動翻訳は開始します



送料設定
配送料：　wBuyBuyは「送料プラン」という概念を使っていま
す。１つの送料プランには、複数の物流会社が入ってまして、そ
れぞれの物流会社の送料を設定することはできます。同じショッ
プの商品は１つ送料プランしか適用できません

クリック

※注意：ここで保存しないと、
送料プランが適用されません

※注意：名前をつけて
保存してください



新規商品登録 - オプション設定

例えば、この服のサイズは
S  M  L の三つのサイズがあります

例えば、服の色は
黒　白　赤

例えば、20g, 30g, 50g



新規商品登録 - 在庫設定

在庫の心配はなければ、「在庫は十分
にあります」を設定したらいいです

在庫を細かく設定します

種類別に細かく設定
（例えば、Ｓサイズかつ白の商品は５
個在庫があります)

総在庫数を設定



新規商品登録 -商品公開

新規商品の基本情報
設定は終わったら、こ
のリンクをクリックし、商
品を公開します
(公開した後、ここをもう
一回クリックすれば非
公開になります)

準備中（未公開）の
商品はショップペー
ジに入ったら、このリ
ンクをクリックすれ
ば、出てきます



管理画面 - 注文管理&売り上げ管理

ここから管理画面に入れます



管理画面 - 注文管理&売り上げ管理

自分はお客さんとして、wBuyBuyで買
い物する時の注文管理

自分のショップの受注管理と売り上げ管理

売り上げは ショップ毎のwBuyPay（バーチャ
ル通帳）で確認できます



管理画面 - 消費者自身の注文管理

ここから注文キャンセルできます

ここで発送状況を確認できます

消費者の場合



管理画面 - ショップの受注管理

ショップの管理者の見る画面

注文はお客さんから入ってきたら、ここで発送状況を設定
するのは必要です。追跡番号と追跡 URKは必ず記入してく
ださい。これはなければ、お客さんに届いたかどうかは確
認できないため、wBuyBuyからショップさんに代金を支払
えないことはあります。



wBuyPay(バーチャル通帳)売り上げ管理

売り上げは ショップ毎のwBuyPay
（バーチャル通帳）で確認できま
す。
引き出し申請もできます。

※Paypalなどの一部の決済方法の場合は決済手数料に 0.4ドルを追加します。



wBuyPay(バーチャル通帳)売り上げ管理

残高＆入金確認
引き出し申請

商品はまだお客さんに届いてなくて、あるいはお客さんまだ確認できてない注文の場合、
支払い代金は引き出しできない (物流会社の追跡情報によりすでにお客さんに届いて、
５営業日以内にお客さんからアクション（支払い拒否）はない場合は引き出せるステータスになります



wBuyPay(バーチャル通帳) 引き出し

振り込む先の口座情報登録できます

自分の登録した口座に振り込みます

振り込む履歴（処理状況、引き出しキャンセルはできます）



注意事項

ショップの注意事項
１）商品の発送状況と物流会社の追跡番号とウェブ上で確認できるＵＲＬを必ず設定
してください（管理画面から各注文詳細確認のページから設定できます）

２）商品の重さを kgで設定してください。例えば、300gなら、 0.3の半角数字だけ入力
してください。三辺はcmで設定してください



問い合わせ

SSQQB株式会社  
問い合わせ

Tel: 06-6567-9555   Email :  info@wBuyBuy.com 　
Line   :  pandaqqline  weChat/QQ :  379737669 
〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1-12-19  清友ビル 405 号
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